える」という行為が初めて だった
ので、予習が大変でした（ 笑）。
担当学生の顔と名前を一致 させ、
若い学生との距離を縮めま した。
まぁ人の顔と名前を覚える のは営
業の基本ですよね。今でも 教え子
が年賀状をくれたりし ますよ。
あと困ったのは論文です ね。内
容ではなくて提出方法なのですが、
丁度手書きからワープロへ 移行し
て い くの が 歳 前 後 で 、 悪 戦 苦 闘
しながら論文を仕上げてい たのを
覚えています。
―大学を定年退職後はどん な活動
をして いらっし ゃるので すか？
平成 年から 年間公民館長を
していました。これからの 時代は
高齢者もワープロやパソコ ンを扱
えた方が絶対に良いと考え 、公民
館で高齢者向けのパソコン 教室を
企画しました。現在も続い ていま
すよ。外とのつながりが高 齢にな
ると徐々に減少しますからね。メー
ルが出来るとコミュニケー ション
も取りやすい。うちは夫婦 で通い
ました。
現在は飯塚市の文化振興 審議会
の委員をしたり、近畿大学 の筑豊
ゼミに月に 回通ったり、 講演会
をしたりと年間を通して結 構忙し
くしていますね。
―きこえにご不自由を感じ たのは
講演会 のときだ ったとか 。
炭鉱で働いているときに 耳を悪
くしたんですが、まだ聞こ えてい
たので放っておいたんです 。補聴
器を着ける＝年寄りに感じ ていた
のもあって抵抗がありまし た。で
も講演会で、せっかくの質 問が聞
こえなかった。その時「補 聴器を
着けよう」と決心しました 。実際
着けてみると想像していた より小

九州リオン株式会社
発行元

092-281-5361
営業業務部
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さく、耳の中にすっぽり入るの で
目立ちませんね。
―講演会、勉強、本の執筆など 、
本当に多忙な長弘さんですが、 趣
味の時間も大切にされているとか。
大学を退職する少し前から水 墨
画を 習 い 始め 、 結 婚 周 年 と 周
年の時には、レザークラフトの 師
範である妻の作品と一緒に夫婦 展
を開きました。今年も「合わせ て
一六五歳展」を予定しているん で
すよ。去年・一昨年は本の出版 で
忙しかったんですが、今年は作 品
作りで忙しくなりそうです 。
歳にしてパソコンを自由自 在
に操り、夫婦展の招待ハガキも ご
自分で作成するなど、新しいこ と
への挑戦と努力を忘れない長弘 さ
ん。元教授らしくインタビュー に
も分かりやすく的確に答えてく だ
さいました。有難うございました！

長弘さんが書いた水墨
画をハガキにして、奥
様作の写真楯に飾って
いらっしゃいます。
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可愛らしい奥様との２ショット。
夫婦展が楽しみです。（飯塚市ギャ
ラリー紅椿にて９月開催予定）
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お 客 様 イン タ ビ ュー
今回はリオネットセン ター飯塚
から、北九州や筑豊の近 代化遺産
について研究していらっ しゃる九
州共立大学名誉教授長弘 雄次様の
登場 です。
―長弘さんの経歴を拝見 すると、
『筑豊近代化遺産研究会 会長』と
ありますが、具体的にど のような
活動をしていらっしゃるのですか？
筑豊地域は石炭産業で 栄えた時
期がありました。その石 炭産業遺
産をはじめ、広く近代遺 産の研究
をしたり、記録保存する など、後
世に伝えていこう とする会です。
私は九州大学を卒業後 、古河鉱
業（現古河機械金属）株 式会社へ
入社し、多くの炭鉱で採 掘から閉
山後の鉱害復旧業務まで 行いまし
た。長い間炭鉱に関わっ てきた関
係で、定年退職後九州共 立大学工
学部に勤務するようになりました。
―サラリーマンから先生 に転身さ
れた時、戸惑いは無かったですか？
あまり無かったですよ 。でも生
産や利益を生む会社とは 違いまし
た。最初は自分に先生が 務まるだ
ろうかと思いましたが、 机上論で
はなく、実社会を長く生 き抜いて
きた自分だから出来る授 業もある
と思いましたね。ただ「 学校で教
長弘さんが出版に携
わった本。
『北九州・筑豊の近
代化遺産100選』

第20号
りおめ～る
春号
平成22年
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詳しくは店頭スタッフまでお問い合わせください

２０１０年２月に、(財)テクノエイド協会認定の『認定補聴器技能者』試験に合格し、新たに８名の認
定補聴器技能者が誕生しました。補聴器に関する知識習得はもちろん、耳鼻科の先生方との連携を持た
なければ、認定補聴器技能者にはなれません。お客さまの『聴こえ』に対するご相談に最良の結果を出
せるよう、九州リオン株式会社では、認定補聴器技能者の育成に力を入れています。
また、この認定補聴器技能者が在籍し、補聴器をお客さまのお耳に合わせるための設備が整い、かつそ
れを適切に運用しているお店だけが認定補聴器専門店として認定されています。

大分営業所

鹿児島店

久留米店

３月３１日をもちまして、リオ
ネットセンター玉名が、業務の
効率化を図るため、リオネット
センター熊本と統合しました。
長年にわたり、リオネットセ
ンター玉名をご愛顧いただき
まして誠にありがとうござい
玉名店
ました。４月からはリオネッ 西尾店長
トセンター熊本でお客さまを
お待ちしております。

久留米店

博多店

２月１日に、リオネットセンター佐賀
がリニューアルオープンし、３月１３
日までリニューアルオープンフェアを
行いました。フェア期間中は大変多く
のお客さまにご来店いただきました。
ありがとうございました。
ご来店記念粗品 中村玉緒小鉢２客組

香椎店

黒崎店

下関店

リオネットセンターでは、２月２０日から３月１３日
まで、耳の日フェアを開催しました。
２月新発売のクレアや３月新発売の
ハイパワーを店頭でお試しになった
お客さまも多く、好評のうちにフェ
アを終了することができました。ご
来店ありがとうございました！

リオネットセンター熊本は、昭和
年 月に熊本城のお堀のそばに店
舗を構え、おかげ様で今年で 年目
を迎えます。
熊本は、昨年築城四百年を迎えた
熊本城を築城したことで有名な加藤
清正公や、大河ドラマで注目されて
いる坂本龍馬の思想の師である横井
小楠を輩出した県です。また、剣豪
宮本武蔵が晩年を過ごした土地とし
ても有名です。
観光においては、阿蘇や天草など、
海・山ともに自然が盛りだくさんの
土地でもあります。皆さんも観光や
修学旅行で一度は訪れたことがある
のではないでしょうか？
昨年より熊本～人吉間に、観光Ｓ
Ｌ列車が復活。二〇一一年には九州
新幹線全線開通も控えており、ます
ます目が離せません。
さて、このたびリオネットセンター
熊本は、玉名市でご愛顧いただきま
したリオネットセンター玉名を統合
することにより、熊本県下一円を担
当することになりました。スタッフ
も増員し、今まで以上に充実したサー
ビスをご提供できると思っておりま
す。
パワーアップした認定補聴器専門
店・リオネットセンター熊本をこれ
からも宜しくお願い致します。
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□ 年前か らのお付き合いで、大変
お世話様になって おります。耳せん
も私に合わせたものを作ってもらい、
大変聴きやすくな りました。
（北九州市 Ａ・Ｏ様）
□補聴器店を４店ほど回ってリオネッ
トさんに決めまし た。高額な補聴器
だけを勧めるので はなく、私の聴こ
えにあった補聴器 を勧めてくれたの
が決め手です。（福岡市 Ｎ・Ｙ様）
□今回補聴器を買い換えたのですが、
説明もきちんとし てくれました。と
ても親切で嬉しか ったです。
（下関市Ｔ・Ｆ様）
□大変優しく親切 でした。今後も宜
しくお願い致します。
（久留米市 Ｙ・Ｔ様）
□非常によく聴こ えます。一日中離
さず使わせて頂い ております。
（玉名市 Ｆ・Ｙ様）
□長年お世話にな っております。み
なさんの対応がよ く、毎回安心して
行けるお店です。 これからも宜しく
お願い致します。
（宮崎市 Ｏ・Ｍ様）
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「りおめ～る」はお客様とリ
オネットセンターを結ぶ架け
橋です。
お客様からの
ご意見・ご要
望・作品を募
集しています。

http://e-mimi.jp/

お客様作品展
作品を披露してくださるのは、リオネットセンター長崎のお客さま、
久米晨子様です。趣味は編み物と健康のためにご主人と一緒に始めたウォー
キングだそうです。今回は編んだ作品をご紹介いただきます。
19歳の頃から、機械編みの先生をしていらっしゃるお
姉さまの影響もあり、自然に編み物を覚えたそう。今は
かぎ編みに凝っていらっしゃるとか。早いときは２日で
編み上げ、本に載っている作品などを自分流にアレンジ
しながら、月に３枚ほど仕上げているとのこと。
季節感を出すため夏は夏用の糸、冬は毛糸を使い、ラ
メの糸と一緒に編んだりと、さまざまな表情をもつ作品
を生み出していらっしゃいます。ご自分用に編むことが
多いそうですが、お友達やお孫さんに編んでプレゼント
することも。お子様が小さいときは、汽車や車などお子
様からのリクエストに応え、せっせと編んでいたとのことですが、「で
もね･･･、私の子どもは２人とも息子、しかも孫も
男の子。女の子だったらもっといっぱい編んで着
せてあげられるのに残念！」と久米さん。「とに
かく楽しい。もっともっと編みたい。死
んでも編んでいるかも！（笑）」と編み
物への情熱を語ってくださいました。
ピンクや赤、パイナップル模様がお好きとのこと

